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去る 10月 6日（日）、爽やかな秋風の吹く中、第 35回目となる神戸地区体育祭が開催されま

した。本年度はできるだけ多くの方に参加していただけるよう、開催時間を午前中の半日と短縮しま
した。参加された皆さんが親睦をはかっていただいたことはもちろんですが、地区対抗種目では選
手の皆さんと応援の皆さんが一丸となって盛り上がり、楽しい時間を過ごしました。地区対抗種目
での得点は下記のとおりです。 

 

   地 区 

種 目 
朝日ヶ丘町 比土 古郡 上林 下神戸 上神戸 枅川 

みんなで 

ゲートボール ７ 10 1 3 5 3 3 

綱引き 5 10 4 2 7 2 2 

合計得点 12 20 5 5 12 5 5 
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10月 5日（土）に神戸保育所で運動会が行われ、 

保護者やご家族の方々に見守られながら、練習の成果 

を発揮していました。 

１０月 7日（月）には「かんべ元気っ子広場」のミニ 

運動会が行われ、アットホームな雰囲気の中、元気に 

走り回っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸地区支え合いネットワーク協議会 

令和元年度先進地視察研修会報告。 

10月 11日（金）に、京都府南丹市美山町の鶴ヶ岡振興会と有

限会社タナセンへ『十年後の神戸を視る』と題し視察研修を実施し

ました。鶴ヶ岡地区は京都府の北部にある杉・檜の森林が広がる人口約 684名、面積 77.67㎢

（94％森林）の18集落（区に相当）です。鶴ヶ岡地区の人口は昭和35年をピークに2274名か

ら 684名まで減少し、現在の高齢化率は 44.８％を占め、平成９年にはＪＡ支所を合併移転、平成

28 年には鶴ヶ岡小学校が統廃合し廃校となっています。その様な環境で、鶴ヶ岡振興会は地域・

地区の将来を考え、多方面から情報収集と資金調達と事業を推進しています。一例として地域にお

いて日常生活に必要な商品・医療・福祉（商店や診療所などの生活サービス）をコミュニティバス・

自転車・徒歩 等で動ける範囲に集約し、地区外に出て行かなくても日常生活を送れる地域を造っ

ています。この活動は平成 25 年国土交通省の『小さな拠点作り』の全国 10 カ所に指定されまし

た。また有限会社タナセンはＪＡが撤退した後、支所建物を借用し、平成 11 年に鶴ヶ岡振興会と住

民が共同で出資し設立した会社です。タナセンは、一般

企業が取り組まない地域の課題や、小さな困り事を地

域で話し合い対策を進め、利益の出せる事業にしていま

す。当日は鶴ヶ丘振興会、会長の下田様をはじめ、 南

丹市社会福祉協議会の方々が多数参加いただき、先進

的な鶴ヶ岡地区の取り組みの説明を受け、神戸地区も

地域の将来を考え、情報を収集し資金調達と事業仕分

けを行い事業に取組んで行きます 

次回のかんべ元気っ子広場は、11月 11日（月）の 10時からで、神戸地区
市民センターから神戸保育所までお散歩に行きます。 

ハイ、ちーず‼ 
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～神戸地区住民自治協議会 生活安全部主催 

「あんどうりすさんのアウトドア流防災術講座」に参加して～ 
 阪神淡路大震災の被災体験とアウトドアの知識をいかし、「いつ起こるかわからない非常事態に 
備えて何を準備したらいいの」ということで、実践的なお話を２時間ぎっしり伺いました。そのうちの 
一例として 
★いつものバッグに必要なものを揃えて、常に持ち歩く便利なサイトやグッズの紹介 
①携帯電話（災害伝言ダイヤル）・バッテリー 
②ホイッスル・薬 
③マルチツール（はさみが便利） 
④LEDライト・ヘッドランプ 
⑤・防水の知恵…防水バック（給水バッグとして水をはこぶ） 

・断熱の知恵…断熱マット・段ボール・プチプチ（空気をためる・風を防ぐ）・ジャンパー 
※何かを買うときは、「これは防災にも使えないかな」という視点で見ることなどを心がけ、日々の
生活を見直していこうと思いました。                        （生活安全部より） 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

●運行の見直し概要 

区 分 現行の運行 変更後の運行 

運行便数 １週間１回火曜日運行 １週間２回火・金曜日運行 

運行回数 各ルート２往復 各ルート１往復 午前中運行 

停留所  「セイムス伊賀青山店」新設 

運行時間 
8時 16分～17時 10分 

買物時間 Ａコープ 43分他 

8 時 36分～12時 55分 

買物時間 Ａコープ 48 分他 

フリー乗降制 
国道を除く神戸地区内 青山地区に拡大 

国道を除く神戸・青山地区 

現行週１回運行を毎週火曜日、金曜日の２回運行に！ 
ただし、西・東ルートとも１往復の午前中の運行に! 

ドラッグセイムス伊賀青山店を停留所に新設! 
 

かんべ北斗号、来年４月から便数などを変更します! 
 

「かんべ北斗号」の運営主体である「神戸地区地域運行バス運営協議会(神戸地区住民自治

協議会、支え合いネットワーク協議会など各種団体等で構成)」が、去る 10 月 3 日（木）に

開催され、来年度の試験運行に向けた運行計画の見直しを協議しました。 

「かんべ北斗号」は、昨年７月に試験運行を開始後、多くの方々にご利用いただいています

が、当初に比べ少し減少し、現在利用者数は横ばい状況となっています。特に、西・東ルー

トとも午前の便に比べ、午後の便の利用者が少ない状況にあります。そうしたことから、こ

の７月頃からご協力をお願いしました利用者様や「いきいきふれあいサロン」の方々へのア

ンケート調査結果や、これまでの利用状況及び利便性、利用促進、採算性などを考慮して、

本格運行を目指すため下記のような運行計画の変更を行うことを決定しました。 

今後、伊賀市が設置しています「伊賀市地域公共交通活性化再生協議会(国、県、市、警察、

交通事業者等で構成)」に諮り、承認後、国土交通省三重運輸支局への申請・許可を経て、来

年４月から実施の予定です。 

 今度とも「かんべ北斗号」をお買い物や通院などの皆さんの足として、 

せいぜいご利用いただきますようお願いいたします。 

 なお、変更予定の時刻表などは来年３月頃に全戸配布いたします。 
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日      時         行  事  名 場     所 

11月  3日（日） １１：００～ 神戸神社秋季例大祭 神戸神社 

11月 10日（日） ９：００～ 伊賀市民スポーツフェスティバル 各競技会場 

11月 11日（月） １０：００～ かんべ元気っ子広場 神戸地区市民センター 

11月 14日（木） １９：３０～ 神戸公民館自主事業「ヨガ教室」 神戸地区市民センター 

11月 15日（金） １３：３０～ 住民自治役員会 神戸地区市民センター 

11月 17日（日） １０：００～ 神戸地区文化祭 神戸小学校 

11月 22日（金） １９：３０～ 地域会議に関する合同交流会 神戸地区市民センター 

11月 26日（火） １３：００～ 神戸公民館自主事業「ヨガ教室」 神戸地区市民センター 

11月 28日（木） １９：３０～ 神戸公民館自主事業「ヨガ教室」 神戸地区市民センター 

 

 

 
かんべいきいき市のお知らせ！ 

  ◎かんべいきいき市（農産物直売所）は１１月２日（土）です。 

        ★午前 ９：００～１０：００ JA神戸ふれあい店前 

        ★午前１０：１５～１０：４５ 朝日ヶ丘町公民館前 

        ★午前１１：００～１１：３０ きじが台地区市民センター前 

      ◎かんべいきいき市「桐ケ丘フェスタ」出店 

        ★日時：１１月９日（土）１０：００～１５：００ 

        ★場所：桐ケ丘旧 Aコープ跡 

        ★アトラクションやキッチンカー、抽選会、 

とれたて野菜販売など 

      ◎かんべいきいき市「神戸地区文化祭」出店 

        ★こんにゃくの製造販売を実施・・ 11月 17日（日）１０：００～ 

フォトコンテスト作品再募集!! 

【テーマ：時代の変化】 

応募枠にまだ余裕がある為、締切日を 

11月 8日（金）に変更します。 

   入賞者の方には豪華景品を用意して 

います。皆さんの作品でフォトコンテストを 

盛り上げてください。 

ご応募お待ちしています。 

 

秋季ハイキングのお知らせ‼ 

日  時：令和元年 11月 30日（土） 

      ９:００～１６：００頃 

行き先：万里の里・藤原宮～香具山 

参加費：2,000円（保険代含） 

定  員：先着 25名様まで 

詳細は「かんべスポーツクラブ」の 

チラシをご覧ください 

 

是非 

お越しください 
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